
 

（２）お取り組みいただける内容 

 

 

①伊藤忠商事株式会社 

 

伊藤忠商事は、「１人、１日、１kg CO2 削減」応援キャンペーンに協賛し「私のチャ

レンジ宣言」を応援いたします。 

 

＜お取り組み内容＞ 

・当社が指定するモリコロパーク内ショップ等で、「チャレンジ宣言カード」を掲示

のうえ、買い物をされたお客様へ、記念品を進呈する応援企画を計画しておりま

す。 

 ＊実施時期は 10 月初旬を予定しております。記念品の内容は、モリゾー、キッコ

ロの関連商品等を予定しておりますが、決定次第当社ホームページでご案内い

たします。 

・記念品配布施設の拡大、及び上記以外の新企画も今後検討し、決定次第当社ホー

ムページでご案内いたします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

伊藤忠商事株式会社 

  CSR・コンプライアンス統括部 地球環境室 

  茂木、西山 

  電 話：03-3497-7114 

  E-mail：toket@itochu.co.jp  

 

 

②江上トーヨー住器株式会社 

 

江上トーヨー住器株式会社は、「1 人、1 日、1kg CO2 削減」応援キャンペーンに協賛

し、チャレンジ活動への参加を応援いたします！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」を持参されたお客様を対象に、当社取り扱いの省エネ関

連商品を割引販売させていただきます。 

(対象商品の詳細は、９月中旬頃決定予定です） 

・省エネに関するご相談、質問を無料で承ります。 

・地元小中学生を対象に、当社保有の太陽光発電デモカーを使っての、太陽光発電

の仕組みや自然発電についての出張講義を行います。 

(次回１０月開催予定有り） 



 

・当社のジャイロミル型風力発電機、「そよ風くん」の見学説明を承ります。 

・チラシ掲載、ポスター掲示などにより、お客様へ「１人１日 1kg の CO2削減」に

向けた行動を呼びかけます。 

・取り組み期間は２００８年３月末日まで。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

江上トーヨー住器株式会社 担当：中島 

TEL：0978-38-1573 

受付時間 平日 9：00～18：00 

  ホームページ：http://www15.ocn.ne.jp/~egami104/index.htm 

 

 

③おむすび権米衛（株式会社イワイ） 

 

おむすび権米衛２５店舗では、「おむすび食べて、エコライフ・エコ農業！」キャンペ

ーンの実施を通じて、「私のチャレンジ宣言」を応援します！  

 

 ＜お取り組み内容＞ 

・クーポン券でおむすびプレゼント 

－箸・おしぼりをご使用にならないお客様へ、４００円お買い上げ毎に１枚のクー

ポン券をサービス、１０枚たまった方へお好きなおむすびを一個プレゼントしま

す。 

－「チャレンジ宣言カード」を提示されたお客様はクーポン券を２倍さしあげます。 

・さらに抽選で白神山地の天然水で大切に育てた「あきたこまち」のお米、または

特製 My 箸をプレゼントします。 

・実施期間は９月１日から９月３０日まで、応募受付期間は１０月２０日までです。 

・抽選プレゼント 

権米衛賞 ５名様 白神山地の天然水で大切に育てた「あきたこまち」 １０kg 

チャレンジ賞 ２５名様 白神山地の天然水で大切に育てた「あきたこまち」 ５kg 

エコ賞 １００名様 特製 My 箸 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社イワイ 管理部 内田 

E-mail : info@omusubi-gonbei.com 

HP   : http://www.omusubi-gonbei.com 

 

 

 

 



 

④Gather home（ギャザホーム） 

 

 Gather home (ギャザホーム）は「1 人、1 日、１㎏ CO2削減」キャンペーンに賛同し、

CO2削減活動に取り組み、「私のチャレンジ宣言」を応援します！  

 

 ＜お取り組み内容＞ 

  ・「私のチャレンジ宣言カード」を印刷して弊社に持参して下さった皆様には、弊社

オリジナルのプレゼントをご用意しております。 

 「人気の A4 サイズ エコバック」  

 「夏の暑さを吹き飛ばす健康グッズ うちわ」  

 「毎日、確認！ CO2削減シール」         

 を予定しています。  

 （＊うちわに関しては 9 月中旬までのみ実施）  

・事務所入り口でのポスターの掲示・ホームページでの「1 人 1 日１㎏の CO2削減」

の紹介と参加呼びかけ 

http://www.gather-home.com/library7.html 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

  Gather home (ギャザホーム）～人と地球に優しい家～  

TEL：0120-656-645                  

FAX：045-981-0087                  

URL：http://www.gather-home.com 

 

 

⑤株式会社生活の木 

 

株式会社生活の木は、「1 人、1 日、１㎏ CO2削減」応援キャンペーンに協賛し、「私

のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」を持参され、お買物をしていただいたお客様に、カー

ドを提示いただくことにより、生活の木ポイントカードのポイントを１ポイント

サービスさせていただきます。 

 ＊ポイントカードは現在弊社直営店実施中の、お買上げ１０００円毎に１ポイン

ト押印。２０ポイントたまると１０００円の商品と交換させていただくシステ

ムです。 

（例） 

チャレンジ宣言カードを提示し１５００円のお買上げ 

通常＝１ポイント ⇒  カードを提示で２ポイント！ 



 

チャレンジ宣言カードを提示し４２００円のお買上げ 

通常＝４ポイント ⇒  カードを提示で５ポイント！ 

＊サービス実施期間は２００７年９月初旬より２０１０年８月３１日までを予定。 

・株式会社生活の木社員４０５名が、「チャレンジ宣言」に参画し、ひとりひとり

が CO2削減に自発的に取り組みます。 

・直営店全店（全国８０店舗）の店内で、「1 人、1 日、１㎏ CO2 削減」の啓発ポ

スター、ステッカー等を提示し、お客様へも「チャレンジ宣言」への参加を呼び

かけます。 

・CO2削減のために弊社ができることを今後もさらに模索し、実現をめざします。 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

株式会社生活の木 企画本部 （担当）安田、中村 

〒150-0001 

東京都渋谷区神宮前 6-3-8 

TEL: 03-3409-1781 

FAX: 03-3400-4988 

E-mail: info＠treeoflife.co.jp 

ホームページ：http://www.treeoflife.co.jp/ 

 

 

⑥中部国際空港株式会社 

   

中部国際空港株式会社は、「１人１日１㎏のＣＯ2 削減」キャンペーンに賛同し、「私

のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

  ・「チャレンジ宣言カード」を持参されたお客様に粗品を進呈いたします。 

  ・中部国際空港株式会社ホームページに「めざせ！1 人、1 日、１㎏ CO2 削減」の

取り組みを紹介し応援します。 

 

  ※詳細につきましては、中部国際空港株式会社ホームページにてご案内いたします。 

    http://www.centrair.jp 

 

＜お問合わせ先＞ 

  中部国際空港株式会社 運用本部 環境グループ 西野 友彦 

  TEL: 0569-38-7838 

FAX：0569-38-7844 

  E-mail：tomohiko_nishino@cjiac.co.jp 

 



 

⑦名古屋鉄道株式会社 

  

名古屋鉄道は、エネルギー効率の高さから「環境にやさしい移動手段」といわれる鉄

道の利用促進を一層図るため、「１人１日１kg のＣＯ２削減」応援キャンペーンに協

賛し、「私のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

  ・「名鉄のハイキング 電車沿線コース」の下記のコースに参加されたお客さまのう

ち、「チャレンジ宣言カード」を各コースのスタート受付にてご提示されたお客さ

まに、名鉄オリジナルグッズを進呈いたします。 

    （１）９月２２日（土） 

        「背比べ伝説の尾張富士から初秋の明治村へ」コース 

    （２）１１月２４日（土） 

        「美浜オレンジラインと味覚の秋満喫！」コース 

   ※コースの詳細、ご参加方法につきましては、当社ホームページをご覧ください。 

 

＜お問合わせ先＞ 

  名古屋鉄道株式会社 広報宣伝部 

TEL: 052-588-0813  

 

 

⑧成田国際空港株式会社 

 

エコ・エアポートを目指す成田国際空港株式会社は、「１人１日１㎏のＣＯ2削減」キ

ャンペーンに賛同し、「私のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

  ・「チャレンジ宣言カード」を持参されたお客さまに、エコバッグを進呈いたします。 

   ※詳細につきましては、成田国際空港株式会社ホームページにてご案内します。 

http://www.naa.jp/jp/  

・弊社のホームページで「私のチャレンジ宣言」の応援について掲載します。 

  ・千葉テレビの番組「朝まるＪＵＳＴ」内で、「私のチャレンジ宣言」を紹介し、応

援します。 

 

＜お問合わせ先＞ 

  成田国際空港株式会社 エコ・エアポート推進室  松 枝 宏 

  TEL：0476-34-5389 

FAX：0476-34-5150 

  E-mail：h-matsugae@naa.jp 



 

⑨株式会社ファミリーマート 

 

ファミリーマートは、「1 人、1 日、1kg CO2削減」応援キャンペーンに協賛し、「私の

チャレンジ宣言」を応援します！  

 

＜お取り組み内容＞ 

・新設店舗で環境グッズプレゼント 

 10～11 月に開店するすべての新設店舗で、お買い物の精算時に「チャレンジ宣言

カード」又は携帯電話宣言画面を提示されたお客さまに、先着順に環境グッズを

差し上げます。環境グッズは現在検討中です。 

・全店舗での広報活動 

 ファミリーマート店内のレジ液晶 POP を用いて、「1 人、1 日、1kg CO2 削減」キ

ャンペーンの告知を行い、お客さまへ参加を呼びかけます。 

・店舗のオーナー、店長、ストアスタッフ 10 万人へ「チャレンジ宣言」参加呼びか

け 

 全国すべてのファミリーマート加盟店オーナー、店長、ストアスタッフ合計 10

万人にチャレンジ宣言カードの作成を呼びかけます。店舗向け環境教育資料に掲

載します。 

・社員が「チャレンジ宣言カード」にトライ 

  全社員約 2,700 人にチャレンジ宣言カードの作成を呼びかけ、一人ひとりが CO2

削減に取り組みます。事務所内の掲示ポスターで呼びかけ実施中 

  

＜お問い合わせ先＞ 

ファミリーマート環境サイト 

  http://eco.family.co.jp 

 

 

⑩北海道電力株式会社 

 

北海道電力は、「１人、１日、１kg CO2削減」チャレンジ宣言への参加を応援します。 

 

＜お取り組み内容＞ 

・「私のチャレンジ宣言カード」を北海道電力の道内の支店・支社・営業所に持参さ

れたお客さまへ、「省エネルギーに関するリーフレット」と「北海道産の間伐材を

利用したカラマツエキス配合の『唐松石鹸』」を進呈いたします。 

・実施期間：平成 19 年 8 月 20 日（月）～平成 19 年 10 月 31 日（金） 

＜営業時間＞月～金 午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分(祝日を除く) 



 

※カードのご提示方法、実施時期等の詳細につきましては、当社ホームページを

ご覧下さい。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

北海道電力株式会社「環境への取り組み」ホームページ 

http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/environment/environment.html 

 

 

⑪松下電器産業株式会社 

 

松下電器は、「お 1 人の『私のチャレンジ宣言』が、１本の植樹に」キャンペーン（仮

称）を実施し、お客様の「1 人、1 日、1kg CO2削減」チャレンジ活動への参加を応援

いたします！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」を当社のホームページの応募フォームに添付して、メー

ル送信いただきますと、当社がお客様に代わって、先着１万名様に「チャレンジ

宣言カード」１枚につき１本の植樹を実施いたします。 

・併せて、メール送信をいただいた方の中から、抽選でプレゼントをさせて頂きま

す。 

  ※実施時期や具体的な内容については、検討中です。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

松下電器産業株式会社 環境本部 

 関連記事：http://panasonic.co.jp/eco/topics/2007/070821.html 

   問い合わせページ：https://sec.panasonic.co.jp/eco/ei_0007.html 


